
BGP属性フィルタと拡張属性エラーの処理

BGP属性フィルタ機能を使用すると、特定のパス属性を含むアップデートを取り消す
（「treat-as-withdraw」）ことができます。アップデートに含まれるプレフィックスは、ルー
ティングテーブルから削除されます。また、この機能では、着信アップデートから特定のパス

属性を削除することもできます。どちらの動作でも、セキュリティ対策が向上します。BGP拡
張属性エラー処理機能は、形式が誤っているアップデートのエラーによるピアセッションのフ

ラッピングを防止して、リソースを節約します。

•機能情報の確認（1ページ）
• BGP属性フィルタリングに関する情報（2ページ）
• BGPパス属性をフィルタ処理する方法（3ページ）
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•その他の参考資料（7ページ）
• BGP属性フィルタと拡張属性エラー処理の機能情報（8ページ）

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリ

リースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してくだ

さい。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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BGP属性フィルタリングに関する情報

BGP属性フィルタと拡張属性エラーの処理
BGP属性フィルタ機能は、セキュリティ対策を向上させる次の 2つの方法を提供します。

•この機能では、指定したネイバーから受け取ったアップデートに、指定した属性タイプが
含まれている場合に、そのアップデートを取り消すことができます。アップデートを取り

消すと、そのアップデート内のプレフィックスは BGPルーティングテーブルから削除さ
れます（ルーティングテーブル内に存在する場合）。

•また、この機能では、アップデートから指定したパス属性をドロップすることもできま
す。その場合、残りのアップデートは通常どおりに処理されます。

BGP拡張属性エラー処理機能は、形式が誤っているアップデートに起因するピアセッション
のフラッピングを防止します。形式が誤っているアップデートは取り消され、BGPセッション
がリセットされることはありません。この機能はデフォルトで有効になっていますが、無効に

することができます。

機能は、次の順序で実装されます。

1. ユーザ指定のパス属性を含むアップデートを受信すると、そのアップデートは取り消され
ます（NLRIを正常に解析できる場合のみ）。BGPルーティングテーブルに既存のプレ
フィックスがある場合、そのプレフィックスは削除されます。この機能は neighbor
path-attribute treat-as-withdrawコマンドによって設定します。

2. 受信したアップデートからユーザ指定のパス属性が破棄され、残りのアップデートは正常
に処理されます。この機能は neighbor path-attribute discardコマンドによって設定しま
す。

3. 形式が誤っているアップデートを受信すると、そのアップデートは取り消されます。この
機能はデフォルトで有効になっています。no bgp enhanced-errorコマンドを設定すると、
無効にすることができます。

treat-as-withdrawを属性に指定する場合の詳細

属性タイプ 1、2、3、4、8、14、15、16は、パス属性 treat-as-withdrawに対して設定できませ
ん。

属性タイプ 5（localpref）、タイプ 9（Originator）、タイプ 10（Cluster-id）は、eBGPネイバー
でのみ treat-as-withdrawに対して設定できます。

取り消しとして処理（treat-as-withdraw）されるようにパス属性を設定すると、ルーティング
テーブルを最新の状態に維持するために着信ルートリフレッシュがトリガーされます。

discardを属性に指定する場合の詳細

属性タイプ 1、2、3、4、8、14、15、16は、パス属性 discardに対して設定できません。
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属性タイプ 5（localpref）、タイプ 9（Originator）、タイプ 10（Cluster-id）は、eBGPネイバー
でのみ discardに対して設定できます。

破棄（discard）されるようにパス属性を設定すると、ルーティングテーブルを最新の状態に維
持するために着信ルートリフレッシュがトリガーされます。

拡張属性エラー処理の詳細

形式が誤っているアップデートを受信すると、BGPパス属性の処理によるピアセッションの
フラッピングを防止するために、そのアップデートは取り消されます（treat-as-withdraw）。こ
の機能は、eBGPピアと iBGPピアに適用されます。この機能はデフォルトで有効になってい
ますが、無効にすることができます。

BGP拡張属性エラー処理機能を有効または無効にすると、BGPでは、アップデートの形式を
整えると同時に属性リストの先頭にMP_REACH属性（属性 14）を配置します。MP_REACH
属性が属性リストの先頭にあると、拡張属性エラー処理がより簡単に機能します。

BGPパス属性をフィルタ処理する方法

指定したパス属性を含む BGPアップデートの取り消し

この作業を実行すると、ルーティングテーブルを最新の状態に維持するために着信ルートリ

フレッシュがトリガーされます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. neighbor {ip-address | ipv6-address} path-attribute treat-as-withdraw {attribute-value | range

start-value end-value} in
5. 手順 4を繰り返して、範囲に含まれない他の属性を設定するか、別のネイバーを設定しま
す。

6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 65000

指定したパス属性またはパス属性の範囲を含む着信

アップデートメッセージをすべて取り消します。

neighbor {ip-address | ipv6-address} path-attribute
treat-as-withdraw {attribute-value | range start-value
end-value} in

ステップ 4

•取り消されるアップデート内のプレフィックス
は、BGPルーティングテーブルから削除されま
す。

例：

Device(config-router)# neighbor 2001:DB8:1::1
path-attribute treat-as-withdraw 100 in •特定の属性値と属性値の範囲は、互いに独立し

ています。

手順 4を繰り返して、範囲に含まれない他の属性を
設定するか、別のネイバーを設定します。

ステップ 5

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

アップデートメッセージからの特定パス属性の破棄

この作業を実行すると、ルーティングテーブルを最新の状態に維持するために着信ルートリ

フレッシュがトリガーされます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. neighbor {ip-address | ipv6-address} path-attribute discard {attribute-value | range start-value

end-value} in
5. 手順 4を繰り返して、範囲に含まれない他の属性を設定するか、別のネイバーを設定しま
す。

6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 6500

指定したネイバーからのアップデートメッセージか

ら指定したパス属性を削除します。

neighbor {ip-address | ipv6-address} path-attribute
discard {attribute-value | range start-value end-value}
in

ステップ 4

例：

Device(config-router)# neighbor 2001:DB8:1::1
path-attribute discard 128 in

手順 4を繰り返して、範囲に含まれない他の属性を
設定するか、別のネイバーを設定します。

ステップ 5

例：

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

取り消されたパス属性または破棄されたパス属性の表示

取り消されたパス属性、破棄されたパス属性、または不明なパス属性に関する情報を表示する

には、これらの手順のいずれかを任意の順序で実行します。show ip bgpコマンドは、show ip
bgp ipv4 multicast、show ip bgp ipv6 unicastなど、BGPがサポートする任意のアドレスファミ
リで使用できます。

手順の概要

1. enable
2. show ip bgp neighbor [ip-address | ipv6-address]
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3. show ip bgp path-attribute unknown
4. show ip bgp path-attribute discard
5. show ip bgp vpnv4 all prefix
6. show ip bgp neighbors prefix

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

（任意）ネイバーに対して設定されたdiscardおよび
treat-as-withdraw属性値、そのような属性が破棄また

show ip bgp neighbor [ip-address | ipv6-address]

例：

ステップ 2

は取り消されたアップデートの数、および形式が

Device# show ip bgp neighbor 2001:DB8:1::1 誤っているために取り消されたアップデートの数を

表示します。

（任意）不明な属性を持つすべてのプレフィックス

を表示します。

show ip bgp path-attribute unknown

例：

ステップ 3

Device# show ip bgp path-attribute unknown

（任意）属性が破棄されたすべてのプレフィックス

を表示します。

show ip bgp path-attribute discard

例：

ステップ 4

Device# show ip bgp path-attribute discard

（任意）プレフィックスに関連付けられている不明

な属性および破棄された属性を表示します。

show ip bgp vpnv4 all prefix

例：

ステップ 5

Device# show ip bgp vpnv4 all 192.168.1.0

（任意）プレフィックスに関連付けられている設定

済みの discardおよび treat-as-withdraw属性を表示し
ます。

show ip bgp neighbors prefix

例：

Device# show ip bgp neighbors 192.168.1.0

ステップ 6

BGP属性フィルタの設定例

例：パス属性に基づくアップデートの取り消し

次の例では、指定したネイバーからのアップデートメッセージに不要なパス属性 100
または128が含まれている場合は取り消すようにデバイスを設定する方法を示します。
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router bgp 65600
neighbor 2001:DB8:1::2 path-attribute treat-as-withdraw 100 in
neighbor 2001:DB8:1::2 path-attribute treat-as-withdraw 128 in

次の例では、指定したネイバーからのアップデートメッセージに 21～ 255の範囲内
の不要なパス属性が含まれている場合は取り消すようにデバイスを設定する方法を示

します。

router bgp 65600
neighbor 2001:DB8:1::2 path-attribute treat-as-withdraw 21 255 in

例：アップデートからのパス属性の破棄

次の例では、指定したネイバーからの着信アップデートメッセージからパス属性 100
および 128を破棄するようにデバイスを設定する方法を示します。アップデートメッ
セージの残りの部分は、通常どおりに処理されます。

router bgp 65600
neighbor 2001:DB8:1::1 path-attribute discard 100 in
neighbor 2001:DB8:1::1 path-attribute discard 128 in

次の例では、指定したネイバーからの着信アップデートメッセージから 17～ 255の
範囲内のパス属性を破棄するようにデバイスを設定する方法を示します。アップデー

トメッセージの残りの部分は、通常どおりに処理されます。

router bgp 65600
neighbor 2001:DB8:1::1 path-attribute discard 17 255 in

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』

BGPコマンド
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

外部ネイバーからのBGPアップデートに関するエラー処理の修正draft-ietf-idr-error-handling

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントの

Webサイトではリソースをオンラインで提供
しており、マニュアル、ソフトウェア、およ

びツールをダウンロードできます。これらの

リソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために

使用してください。このWebサイト上のツー
ルにアクセスする際は、Cisco.comのログイン
IDおよびパスワードが必要です。

BGP属性フィルタと拡張属性エラー処理の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 1 : BGP属性フィルタと拡張属性エラー処理の機能情報

機能情報リリース機能名

BGP属性フィルタを使用する
と、特定のパス属性を含む

アップデートを取り消す

（「treat-as-withdraw」）こと
ができます。アップデートに

含まれるプレフィックスは、

ルーティングテーブルから削

除されます。また、この機能

では、着信アップデートから

特定のパス属性を削除するこ

ともできます。どちらの動作

でも、セキュリティ対策が向

上します。BGP拡張属性エ
ラー処理機能は、形式が誤っ

ているアップデートのエラー

によるピアセッションのフ

ラッピングを防止して、リ

ソースを節約します。

次のコマンドが導入されまし

た。bgp enhanced-error、
neighbor path-attribute
discard、neighbor
path-attribute
treat-as-withdraw、show ip bgp
path-attribute discard、 show
ip bgp path-attribute unknown

次のコマンドが変更されまし

た。show ip bgp、show ip bgp
neighbor、show ip bgp vpnv4
all
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